
議案４－１ 

第４号議案  

平成２９年度教育費３月補正予算に係る意見の申出について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成３０年２月２８日  

教育長   大津  秀明  

 

提案理由  

 平成２９年度教育費３月補正予算について、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に

基づき、市長から意見を求められたものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案４－２ 

平成２９年度教育費３月補正予算に係る意見の申出について  

 

 平成２９年度教育費３月補正予算について、別紙のとおり市議会に

提出することに同意する。  

 

 



第１表　歳入歳出予算補正（抜粋）
歳入

款 項 補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

　２　国庫補助金 4,461,750 405,614 4,867,364

　１８　寄附金 　１　寄附金 1,247,650 55,091 1,302,741

　２２　市債 　１　市債 13,980,043 2,489,200 16,469,243

歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

　１　教育総務費 1,732,797 106,604 1,839,401

　２　小学校費 3,207,474 2,290,259 5,497,733

　３　中学校費 1,576,790 31,541 1,887,331

　１０　教育費

　１５　国庫支出金

※　「２２市債－１市債」のうち補正額2,434,200千円が教育委員会分

※　「１５国庫支出金－２国庫補助金」のうち補正額378,114千円が教育委員会分
※　「１８寄附金－１寄附金」のうち補正額50,291千円が教育委員会分

※　「１教育総務費」のうち50,291千円が寄附に伴う教育振興基金への積立金（56,313千円は人件費の補正額）

議
案
４
－
３



第２表　継続費費補正（抜粋）

（変更）

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

千円 千円 千円 千円

平成２８年度 762,350 平成２８年度 762,350

平成２９年度 350,692 平成２９年度 1,623,508

平成３０年度 1,348,298 平成３０年度 75,482

平成２８年度 34,155 平成２８年度 34,155

平成２９年度 82,250 平成２９年度 608,117

平成３０年度 740,595 平成３０年度 214,728

2,461,340 2,461,340

京町小学校
校舎改築事業

857,000 857,000

２　小学校費

款 項 事業名
補正前 補正後

１０　教育費

篠山小学校
校舎改築事業

議
案
４
－
４



第３表　繰越明許費補正（抜粋）

（追加）

款 項 事業名 金額

千円

小学校施設長寿命化事業にかかる委託料及び工事費 383,599

小学校空調機整備事業にかかる委託料及び工事費 107,977

中学校施設長寿命化事業にかかる委託料及び工事費 137,742

中学校空調機整備事業にかかる委託料及び工事費 19,371

屏水中学校校舎改築事業にかかる委託料及び工事費 153,428

　２　小学校費

１０　教育費

　３　中学校費

議
案
４
－
５



第５表　地方債補正（抜粋）

（変更）

補正前 補正後

限度額 限度額

千円 千円

義務教育施設整備事業 711,300 2,933,700

保健体育施設整備事業 1,471,200 1,683,000

起債の目的

議
案
４
－
６



　　　平成２９年度　　３月補正予算調整資料 教育部

要　求　事　項 予算要求額 財　　　　源　　　　内　　　　訳 要　　　　　求　　　　　内　　　　　容 平成29年度

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 当初予算額

千円
教育振興基金
運用事業 50,291 50,291 0 ◎教育振興基金積立金 50,291千円 910

千円

○ＬＴＤ１７組織委員会からの寄附 1,500千円

○個人からの寄附 48,791千円

　平成29年7月17日～22日に開催された第17回低温検出器国際
ワークショップ主催者より、会議・講演会が大成功裏に終わり、開催
に協力した久留米市へ、参加者負担金等の一部を寄附するとの申
し出あっている。
　なお、寄附者の意向として、久留米市を担うこどもたちの教育に活
用されることを希望されている。

　遺言により、所有していた財産を全て換金して得られた金銭のう
ち、相続人への1,000万円を差し引いた残りの3分の1を久留米市に
寄附をするとされている。
　なお、遺言には、久留米市への寄附は久留米商業高等学校への
活用を希望されている。

寄附の申し出があったため、寄附金として受領し、教育振興基金へ積
み立てるもの。

議
案
４
－
資
料
１



　　　平成２９年度　３月補正予算調整資料 教育部

要　求　事　項 予算要求額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

要　　　　　求　　　　　内　　　　　容 平成29年度

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
当初予算額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

篠山小学校 1,272,816 140,054 1,132,700 62 ◎篠山小学校校舎改築事業（継続費：Ｈ28～Ｈ30） 1,272,816千円 350,692
校舎改築事業

京町小学校校舎 525,867 81,551 444,300 16 ◎京町小学校校舎改築事業 525,867千円 82,250
改築事業 （Ⅰ期工事　継続費：Ｈ28～Ｈ30）

　篠山小学校校舎・屋内運動場改築工事において、国の補正予算の追
加交付を活用するため、継続費の年割額を変更するもの。

　京町小学校屋内運動場改築工事において、国の補正予算の追加交
付を活用するため、継続費の年割額を変更するもの。

【継続費】 変更

国補正対応

国補正対応

【継続費】 変更

増減

年度 Ａ　年割額 年度 Ｂ　年割額 年割額（Ｂ-Ａ）

Ｈ28年度 762,350 Ｈ28年度 762,350 0

Ｈ29年度 350,692 Ｈ29年度 1,623,508 1,272,816

Ｈ30年度 1,348,298 Ｈ30年度 75,482 ▲ 1,272,816

総額 2,461,340 総額 2,461,340 0

継続費の補正

補正前 補正後

増減

年度 Ａ　年割額 年度 Ｂ　年割額 年割額（Ｂ-Ａ）

Ｈ28年度 34,155 Ｈ28年度 34,155 0

Ｈ29年度 82,250 Ｈ29年度 608,117 525,867

Ｈ30年度 740,595 Ｈ30年度 214,728 ▲ 525,867

総額 857,000 総額 857,000 0

継続費の補正

補正前 補正後

議
案
４
－
資
料
２



　　　平成２９年度　３月補正予算調整資料 教育部

要　求　事　項 予算要求額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

要　　　　　求　　　　　内　　　　　容 平成29年度

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
当初予算額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

屏水中学校 153,428 15,505 137,900 23 ◎屏水中学校校舎改築事業 153,428千円 322,788
校舎改築事業

○校舎解体費 94,098千円
・校舎解体費 55,690千円
・アスベスト対策増額分 38,408千円

○外溝等 59,330千円

　屏水中学校校舎改築工事において、国の補正予算の追加交付を活
用するため、３月補正予算にて増額補正要求するもの。

国補正対応
【繰越明許費】 追加
○工事請負費 149,310千円
○監理委託料 4,118千円

合計 153,428千円

議
案
４
－
資
料
３



　　　平成２９年度　３月補正予算調整資料 教育部

要　求　事　項 予算要求額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

要　　　　　求　　　　　内　　　　　容 平成29年度

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
当初予算額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

学校施設の 521,341 116,678 404,600 63 ◎学校施設の長寿命化事業 521,341千円
長寿命化事業
（小・中学校）

  小学校施設 (383,599) (84,453) (299,100) (46) ○小学校施設長寿命化事業 383,599千円 119,090
  長寿命化事業 ○小学校（７校） 383,599千円

外壁2校 ： 南薫小、西国分小（屋体）
便所5校 ： 合川小、津福小、犬塚小、竹野小、田主丸小

  中学校施設 (137,742) (32,225) (105,500) (17) ○中学校施設長寿命化事業 137,742千円 112,190
  長寿命化事業 ○中学校（３校） 137,742千円

外壁2校 ： 江南中、田主丸中
便所1校 ： 諏訪中

空調機整備事業 127,348 24,326 102,900 122 ◎空調機整備事業 127,348千円
（小・中学校）

  小学校空調機 (107,977) (20,496) (87,400) (81) ○小学校空調機整備事業 107,977千円 313,642
  整備事業 ○小学校（７校） 107,977千円

・犬塚小、三潴小、大善寺小、西牟田小、御井小、善導寺小、鳥飼小

  中学校空調機 (19,371) (3,830) (15,500) (41) ○中学校空調機整備事業 19,371千円 0
  整備事業 ○中学校（１校） 19,371千円

・良山中

国の補正予算を活用し、小・中学校の事務室等の空調機を更新する。
　なお、年度内の完了が見込めないため、あわせて繰越明許費を設定
するもの。

国の補正予算を活用し、小・中学校施設の長寿命化を図る。
　なお、年度内の完了が見込めないため、あわせて繰越明許費を設定
するもの。

【繰越明許費】 追加
○工事請負費 102,148千円
○設計委託料 5,829千円

合計 107,977千円

【繰越明許費】 追加
○工事請負費 18,471千円
○設計委託料 900千円

合計 19,371千円

【繰越明許費】 追加
○工事請負費 372,398千円
○設計委託料 11,201千円

合計 383,599千円

【繰越明許費】 追加
○工事請負費 133,394千円
○設計委託料 4,348千円

合計 137,742千円

国補正対応

国補正対応

議
案
４
－
資
料
４



 

議案５－１ 

第５号議案  

平成３０年度教育費暫定予算に係る意見の申出について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成３０年２月２８日  

教育長   大津  秀明  

 

提案理由  

 平成３０年度教育費暫定予算について、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づ

き、市長から意見を求められたものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案５－２ 

平成３０年度教育費暫定予算に係る意見の申出について  

 

 

 平成３０年度教育費暫定予算について、別紙のとおり市議会に提出

することに同意する。  

 

 



第１表　歳入歳出予算（抜粋）

歳出

款 項 金額

千円

5,541,861

１　教育総務費 612,007

２　小学校費 1,702,027

３　中学校費 469,396

４　特別支援学校費 121,824

５　高等学校費 575,732

６　社会教育費 1,445,673

７　保健体育費 615,202

１０　教育費

議
案
５
－
３



第２表　債務負担行為（抜粋）

千円

学校サーバ一元化構築
運用保守業務委託料

平成３０年度から平成３５年度まで 277,429

事　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　度　　　額

議
案
５
－
４



第３表　地方債（抜粋）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 ％

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 272,400

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 700

保 健 体 育 施 設 整 備 事 業 500

普通貸借又は証券発
行

２．０以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

　政府資金についてはその融
資条件により、銀行その他の
場合にはその債権者と協定す
る事項による。
　ただし、市財政の都合によ
り据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換え
することができる。

議
案
５
－
５



（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

612,007 1,729,107 -1,117,100 -64.6 25,555 0 959 585,493

1　教育委員会費 2,067 8,386 -6,319 -75.4 2,067

2　事務局費 538,825 1,587,993 -1,049,168 -66.1 25,555 959 512,311

3　教育センター費 71,115 132,728 -61,613 -46.4 71,115

1,702,027 3,193,343 -1,491,316 -46.7 62,108 254,200 4,756 1,380,963

1　学校管理費 1,168,156 1,972,116 -803,960 -40.8 2,307 70,400 4,756 1,090,693

2　教育振興費 239,109 679,372 -440,263 -64.8 3,742 235,367

3　学校建設費 294,762 541,855 -247,093 -45.6 56,059 183,800 54,903

469,396 1,574,864 -1,105,468 -70.2 3,354 18,200 2,354 445,488

1　学校管理費 273,414 756,668 -483,254 -63.9 73 4,100 2,029 267,212

2　教育振興費 176,764 494,741 -317,977 -64.3 3,281 325 173,158

3　学校建設費 19,218 323,455 -304,237 -94.1 14,100 5,118

121,824 213,690 -91,866 -43.0 7,636 0 214 113,974

1　学校管理費 88,229 169,327 -81,098 -47.9 105 214 87,910

2　教育振興費 33,595 44,363 -10,768 -24.3 7,531 26,064

3　学校建設費 0 0 0 0 0

575,732 1,406,272 -830,540 -59.1 276 0 7,019 568,437

1　高等学校管理費 571,161 1,398,518 -827,357 -59.2 7,019 564,142

2　教育振興費 4,571 7,754 -3,183 -41.0 276 4,295

3　学校建設費 0 0 0 0 0

1,445,673 3,581,766 -2,136,093 -59.6 22,611 700 52,324 1,370,038

1　社会教育総務費 804,904 2,275,905 -1,471,001 -64.6 20,107 700 18,286 765,811

2　生涯学習センター費 174,684 287,461 -112,777 -39.2 174,684

3　図書館費 58,434 197,232 -138,798 -70.4 58,434

4　教育集会所費 35,611 53,652 -18,041 -33.6 4 35,607

5　田主丸複合文化施設費 22,255 55,443 -33,188 -59.9 22,255

6　城島総合文化センター費 14,324 57,930 -43,606 -75.3 14,324

7　城島ふれあいセンター費 2,709 13,845 -11,136 -80.4 2,709

8　久留米シティプラザ費 332,752 640,298 -307,546 -48.0 2,500 34,038 296,214

615,202 2,969,048 -2,353,846 -79.3 575 500 7,177 606,950

1　保健体育総務費 58,471 152,962 -94,491 -61.8 575 7,177 50,719

2　体育施設費 243,771 2,399,317 -2,155,546 -89.8 500 243,271

3　学校給食共同調理場費 312,960 416,769 -103,809 -24.9 312,960

5,541,861 14,668,090 -9,126,229 -62.2 122,115 273,600 74,803 5,071,343

49,450,000 135,980,000 -86,530,000 -63.6 36,759,823 9,176,000 10,393,721 -6,879,544

増減率（％）

教育費　合計

一般会計　合計

6　社会教育費

7　保健体育費

5　高等学校費

H29当初予
算
（B）

4　特別支援学校費

3　中学校費

30年度教育費　暫定予算の状況

項　　目

1　教育総務費

2　小学校費

特定財源
本年度の財源内訳

一般財源

H30暫定予
算
（A）

比較

増減額（A-B）

議案５－資料１



［１項　教育総務費］

２目　事務局費

○　幼稚園就園奨励費 71,057 千円

○　私立幼稚園助成 4,800 千円

・心身障害児教育費補助 1,688 千円

・運営費等補助 2,438 千円

・研修事業費補助 674 千円

○　学校人権・同和教育事業 5,702 千円

○　学校訪問看護支援事業 1,433 千円

○　久留米市奨学金 6,779 千円

○　久留米商業高等学校寄附金活用奨学金 900 千円

○  学校給食会助成 6,500 千円

○　発達障害早期総合支援事業 1,673 千円

・子ども発達相談教室 718 千円

・サマー・トリートメント・プログラム事業費補助金 955 千円

○　学校小規模化対応事業 1,269 千円

○　歯科保健指導事業 913 千円

３目　教育センター費

○　教職員研修事業 3,106 千円

○　情報教育推進事業 4,594 千円

○　学校ICT環境再構築事業 55,465 千円

［２項　小学校費］

１目　学校管理費

○　小学校情報教育環境の充実 38,392 千円

○　小学校図書館図書整備事業 4,720 千円

○　小学校学力・生活実態調査事業 7,955 千円

○　小学校外国語指導助手活用事業 30,046 千円

◇◇◇　　１０　款　　　教　育　費　　◇◇◇

議案５－資料2



○　小学校施設維持管理事業 47,269 千円

○　小学校施設長寿命化事業 20,327 千円

　学校施設の長寿命化を図るため、施設の改修を実施する。
◇校舎防水改修事業（荘島、荒木） 2,808 千円
◇屋内運動場照明改修事業（弓削） 17,519 千円

○　小学校給食の充実 679,360 千円

◇学校給食調理委託（39校） 562,154 千円
◇給食室施設改修工事費（高良内） 76,908 千円
　安全・衛生管理面の確保のため、給食施設の床のドライ化など施設整備を行う。
◇調理機器購入 32,872 千円
◇生ごみ処理機設置費 5,962 千円
◇修繕料等 1,464 千円

○　小学校給食室環境維持推進事業 4,000 千円

２目　教育振興費

○　就学援助費 114,276 千円

○　小学校図書活動の推進事業 19,416 千円

○　小学校事務支援事業 16,855 千円

○　小学校コミュニティ・スクール（久留米版）推進事業 5,117 千円

・地域学校協議会委員報酬 1,035 千円

・コミュニティ・スクール交付金(学校規模・協議会提言） 3,852 千円

○　教育研究・実践指定委嘱事業 1,150 千円

○　小学校指導書等購入事業 6,979 千円

○　小学校通級指導教室充実事業 5,126 千円

○　小学校心の教育推進事業 921 千円

･スクールカウンセラー派遣委託 891 千円

○　小学校特別支援教育支援員活用事業 20,693 千円

○　小学校くるめ学力アップ推進事業 16,302 千円

◇小学校少人数授業の実施

・小学校（17名配置）　第3・4学年での実施 11,261 千円
◇小学校学力向上支援員の配置

・小学校（5校）　第5学年での実施 2,984 千円
◇小学校学習習慣定着支援事業

・全小学校(46校)で実施 2,057 千円

　児童１人ひとりへのきめ細かな対応を図るため、学校の状況に応じて非常勤講師を配置し、少人
数授業を実施する。

　確かな学力の育成に向けて、授業改善・補充学習・学習規律の確立を図るための支援員を配置
する。

　安全な学校給食の提供とその内容の充実を図る。

　児童の自学自習の習慣を定着させるため、地域住民や大学生等のボランティアを派遣して放課
後等に学習支援を行う。
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○　小学校不登校対応総合推進事業 3,652 千円

◇生徒指導サポーターの配置（19校） 3,652 千円

３目　学校建設費

○　小学校施設の整備充実 294,762 千円

◇改築
・篠山小改築事業（平成28年度～30年度 継続費 2,461,340千円） 75,482 千円
・京町小改築事業（平成28年度～30年度 継続費    857,000千円） 217,888 千円

［３項　中学校費］

１目　学校管理費

○　中学校情報教育環境の充実 23,431 千円

○　中学校図書館図書整備事業 4,974 千円

○　中学校学力・生活実態調査事業 3,059 千円

○　中学校外国語指導助手活用事業 32,860 千円

○　中学校施設維持管理事業 15,975 千円

○　中学校施設長寿命化事業 5,470 千円

　学校施設の長寿命化を図るため、施設の改修を実施する。
◇校舎防水改修事業（江南） 5,470 千円

○　中学校給食の充実 27,290 千円

２目　教育振興費

○　就学援助費 84,369 千円

○　中学校図書活動の推進事業 7,178 千円

○　中学校事務支援事業 8,923 千円

○　中学校コミュニティ・スクール（久留米版）推進事業 3,169 千円

◇地域学校協議会委員報酬 383 千円
◇学習習慣定着モデル校コーディネーター等謝金 993 千円
◇コミュニティ・スクール交付金（学校規模・協議会提言） 1,408 千円
◇コミュニティ・スクール交付金（学習習慣定着支援） 300 千円

　各学校が生徒指導サポーターと連携を図りながら、不登校や不登校傾向等にある児童に対する早
期からの支援を行う。

　安全で快適な教育環境を確保するため、老朽化している学校施設の改築を行う。

　学校・家庭・地域が連携協働した学習習慣定着の取り組みを推進するため、モデル中学校（6校）
の地域学校協議会に設置する「放課後学習会運営委員会」に対して補助金を交付する。
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○　中学校人権教育・啓発推進事業 1,778 千円

○　中体連・中文連助成 12,551 千円

○　教育研究・実践指定委嘱事業 1,600 千円

○　中学校心の教育推進事業 3,005 千円

○　中学校特別支援教育支援員活用事業 4,649 千円

○　中学校通級指導教室充実事業 1,368 千円

○　生徒指導充実事業（専任生徒指導教員の配置） 4,170 千円

○　中学校くるめ学力アップ推進事業 9,025 千円

◇学力向上コーディネーターの配置

・全中学校(17校)に配置 7,659千円
◇中学校学習習慣定着支援事業

・10校で実施 256千円
◇学習支援（くるめっ子塾）

・くるめっ子塾運営業務委託 1,110千円

○　中学校不登校対応総合推進事業 9,430 千円

◇全中学校（17校）に設置 9,430 千円

○　中学校英語教育充実事業 1,923 千円

◇中学生イングリッシュキャンプ 1,923 千円

３目　学校建設費

○　中学校施設の整備充実 19,218 千円

　安全で快適な教育環境を確保するため、老朽化している学校施設の改築を行う。
◇屏水中改築事業 18,830 千円

　教務担当主幹教諭を、学力向上の核となって企画・立案及び調整等を行う学力向上コーディ
ネーターとして専任化し、後補充として非常勤講師を配置する。

　生徒の自学自習の習慣を定着させるため、地域住民や大学生等のボランティアを派遣して放課
後等に学習支援を行う。

　学習習慣や学力の定着と子どもの居場所づくりのため、中学生を対象とした無料の学習支援塾
「くるめっ子塾」を設置する。

　中学校に校内適応指導教室を設置することによって不登校や不登校傾向にある生徒に校内での
居場所をつくり、自分の教室に復帰できるような支援を行う。

　英語学習への動機付けや英語運用能力の向上を図るため、宿泊型研修を実施する。

議案５－資料5



［４項　特別支援学校費］

１目　学校管理費

○　特別支援学校情報教育環境の充実 1,283 千円

○　スク－ルバス運行事業 41,589 千円

○　特別支援学校給食の充実 25,965 千円

２目　教育振興費

○　特別支援教育進路指導事業 1,118 千円

○　医療的ケア対応事業 28,231 千円

［５項　高等学校費］

１目　高等学校管理費

○　久留米市外三市町高等学校組合負担金 138,554 千円

○　高等学校施設維持管理事業 1,500 千円

○　校内情報ネットワークの整備 1,452 千円

○　ＩＴ活用教育推進 3,972 千円

［６項　社会教育費］

１目　社会教育総務費

生涯を通じて学び、活かせる環境の整備

○　地域生涯学習振興事業 14,131 千円

・青少年学校外活動支援事業費助成 2,588 千円

・校区生涯学習振興事業費助成 5,672 千円

○　社会教育団体支援事業 5,279 千円

・少年団体助成 1,146 千円

・女性団体助成 767 千円

・ＬＬネットコアくるめ助成 3,094 千円

○　PTA団体助成 745 千円
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○　体験活動推進事業 1,017 千円

・少年の翼事業助成 725 千円

・わくわく遊友体験事業助成 285 千円

○　社会人権・同和教育事業 10,749 千円

創造的な文化芸術活動の推進

○　文化施設整備事業 2,121 千円

○　文化施設維持補修事業 2,622 千円

○　市民文化振興体制の充実事業 68,543 千円

・（公財）久留米文化振興会助成 68,535 千円

○　市民文化活動助成 13,386 千円

・久留米連合文化会 1,000 千円

・久留米市総合美術展 858 千円

・久留米ちくご大歌舞伎 225 千円

・西日本久留米王位戦 900 千円

・一般コミュニティ助成事業 8,600 千円

○　個性を生かす文化事業 1,400 千円

・青木繁記念大賞西日本美術展 900 千円

○　人材育成・情報発信事業 2,588 千円

○　音楽によるまちづくり推進事業 4,024 千円

・「筑後川」演奏５０周年記念事業 130 千円

○　美術館事業 203,891 千円

◇美術館指定管理料 201,683 千円

魅力ある歴史資源を活かしたまちづくり

○　筑後国府跡歴史公園整備事業 1,503 千円

○　発掘調査事業 29,444 千円

○　歴史ルートづくり事業 3,332 千円

◇高良山総合調査 572 千円
◇耳納北麓エリア環境整備 664 千円

◆下馬場古墳保存環境調査等
◇文化財施設管理 2,096 千円

　「とき」「ひと」「美」をむすぶ文化芸術の発信・創造の拠点として発展することを目指し、久留米市美
術館の円滑で魅力的な管理運営を行う。

　豊かな歴史・文化・自然を育む高良山と地域資源豊富な耳納北麓エリアを一体的に捉え、数多くの
歴史遺産を固有のテーマやストーリーに基づき整理し、市内外へ情報発信するとともに環境整備を
行う。
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２目　生涯学習センター費

○　生涯学習センターの管理運営 150,416 千円

○　生涯学習センター附帯施設の管理運営 4,505 千円

○　生涯学習センター活用事業 2,414 千円

○　生涯学習センター維持補修事業 17,349 千円

３目　図書館費

○　図書資料整備充実事業 13,632 千円

○　子どもの読書環境整備事業 806 千円

・ブックスタート事業 198 千円

５目　田主丸複合文化施設費

○　そよ風ホールの管理運営 10,559 千円

○　そよ風ホール活用事業 4,000 千円

○　そよ風ホール整備事業 7,696 千円

６目　城島総合文化センター費

○　城島総合文化センターの管理運営 11,678 千円

○　インガットホール活用事業 2,117 千円

７目　城島ふれあいセンター費

○　城島ふれあいセンターの管理運営 2,709 千円

８目　久留米シティプラザ費

○　久留米シティプラザ文化創造事業 22,291 千円

○　久留米シティプラザにぎわい創造事業 7,044 千円

○　久留米シティプラザ魅力向上・発信事業 9,843 千円

○　久留米シティプラザ施設管理費 264,113 千円
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［７項　保健体育費］

１目　保健体育総務費

○　スポーツ大会振興事業 3,497 千円

・久留米国際女子テニス大会 3,000 千円

○　スポーツ交流推進事業 1,492 千円

・久留米市スポーツ少年団 1,000 千円

○　ＭＩＣＥ誘致推進事業 5,003 千円

◇スポーツコンベンション誘致強化補助金 3,763 千円
◇大規模スポーツ大会誘致補助金 1,000 千円

◆全日本実業柔道団体対抗大会

○　（公財）久留米市体育協会助成 13,053 千円

○　市民スポーツ推進事業 2,833 千円

・運動習慣づくり事業補助金 204 千円

・トップアスリート支援事業費補助金 2,300 千円

・ジュニアアスリート競技力向上支援 198 千円

２目　体育施設費

○　久留米総合スポーツセンター事業 49,595 千円

◇オープニング事業負担金 3,689 千円
44,875 千円

◇周辺駐車場照明整備設計 531 千円

３目　学校給食共同調理場費

○　学校給食共同調理場の運営 312,960 千円

・中央学校給食共同調理場 288,088 千円

・田主丸学校給食共同調理場 24,872 千円

　（仮称）久留米スポーツセンター体育館の円滑な供用開始への準備を進めるとともに、久留米総合
スポーツセンターの管理運営を適切に行う。

◇体育施設管理運営負担金

　（仮称）久留米スポーツセンター体育館オープンや平成32年東京オリンピック・パラリンピックの開催
などを見据え、全国・九州規模のスポーツ大会の誘致や事前キャンプ誘致を推進する。
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議案６－１ 

第６号議案  

交通事故 による 損 害賠償の 専決処 分 に 関する 議案に 係 る

意見の申出について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成３０年２月２８日  

教育長   大津  秀明  

 

提案理由  

 交通事故による損害賠償の専決処分について、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定

により、市長から意見を求められたものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案６－２ 

交通事故による損害賠償の専決処分に関する議案に係る意見の

申出について  

 

 交通事故による損害賠償の専決処分について、別紙のとおり市議会

に提出することに同意する。  

 

 



議案６－３ 

第   号議案  

 

交通事故による損害賠償の専決処分について  

 

上記の議案を提出する。  

平成３０年３月２日  

久留米市長  大  久  保  勉  

 

提案理由  

 公務遂行中に発生した交通事故により被害者の受けた損害を賠償する

に当たり、その額の決定及び和解の必要が生じたが、特に緊急を要し議

会を招集する時間的余裕がないため、専決処分したので報告し、承認を

求めるものである。  

 

 

 

 



議案６－４ 

交通事故による損害賠償の専決処分について  

 

 交通事故による損害賠償について、別紙のとおり専決処分したので報

告し、承認を求める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案６－５ 

専決第２０号  

 

交通事故による損害賠償についての専決処分書  

 

 公務遂行中に発生した交通事故により被害者の受けた損害を賠償する

に当たり、その額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分

する。  

 

平成２９年１２月２８日  

久留米市長  楢  原  利  則  

 

 

 

 

 

 

 

 



議案６－６ 

交通事故による損害賠償について

交通事故による損害賠償について、次のとおり処理する。

１ 事故発生日時

平成２９年７月５日

 午後６時１６分頃

２ 事故発生場所  

久留米市御井朝妻一丁目５番１号北側路上（国道３２２号線）

３ 当事者

甲 教育部学校教育課

任期付短時間勤務職員

乙 久留米市    町    番地

４ 損害の状況

乙 人的損害 頸椎捻挫

５ 損害賠償の額  

  市は、乙に対し損害賠償金８０４，３８２円を支払う。  

  その内容は、下記内訳に記載する乙の損害計８０４，３８２円であ

る。この場合において、乙の請求により自動車損害賠償責任保険から

乙又は医療機関等に対し既に支払われた金員があるときは、当該金員

の支払いを損害賠償金の内払とみなす。

内訳 治療費 ２９４，５５６円

通院費  ２，２２６円

休業損害 ２０５，２００円

慰謝料   ３０２，４００円

  計    ８０４，３８２円

６ 損害賠償の方法

 一時払  

７ 和解契約の締結



議案６－７ 

  紛争を将来に残さないため、別紙のとおり和解契約を締結する。  



議案６－８ 

和 解 書

原 利 則

甲 久留米市

久留米市長       楢

（運転者）

久留米市教育部学校教育課

任期付短時間勤務職員

乙 久留米市    町   番地

１ 事故発生日時

平成２９年７月５日

 午後６時１６分頃

２ 事故発生場所  

久留米市御井朝妻一丁目５番１号北側路上（国道３２２号線）

３ 車種及び登録番号

甲 軽貨物自動車（ダイハツ）

久留米４８０さ８１０３

乙 小型乗用自動車（ ）

久留米

４ 事故の状況

甲は、公務により車両を運行中、上記路上において渋滞により停

車していたところ、誤ってブレーキから足を離したため、甲車両が

発進し、前方に停止していた乙車両の後部に追突したもの。  

５ 損害の状況  

乙 人的損害 頸椎捻挫

上記事故について、次のとおり和解する。

１ 甲は、乙に対し損害賠償金８０４，３８２円を支払う。

  その内容は、下記内訳に記載する乙の損害計８０４，３８２円であ



議案６－９ 

る。この場合において、乙の請求により自動車損害賠償責任保険から

乙又は医療機関等に対し既に支払われた金員があるときは、当該金員

の支払いを損害賠償金の内払とみなす。

内訳  治療費   ２９４，５５６円

通院費 ２，２２６円

休業損害 ２０５，２００円

慰謝料   ３０２，４００円

計 ８０４，３８２円

２ 甲は、前項に規定する損害賠償金を乙の指定する口座に送金して支

払うものとする。

３ 甲及び乙は、上記事故について、前２項の規定によってすべて解決

し、甲乙間にほかに何らの債権債務のないことを確認する。

甲 久留米市

久留米市長 楢 原 利 則

乙 久留米市   町   番地





議案７－１ 

第７号議案  

訴訟上の和解に関する議案に係る意見の申出について  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  平成３０年２月２８日  

    教育長  大  津  秀  明  

 

提案理由  

 訴訟上の和解に関する議案について、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、市

長から意見を求められたものである。  



議案７－２ 

訴訟上の和解に関する議案に係る意見の申出について  

 

 訴訟上の和解に関する議案について、別紙のとおり市議会に提出する

ことに同意する。  

 



議案７－３ 

第  号議案  

 

訴訟上の和解について  

 

 上記の議案を提出する。  

  平成３０年３月２日  

    久留米市長  大  久  保   勉  

 

提案理由  

 久留米市を被告として提起された訴訟について和解するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により

市議会の議決を求めるものである。  



議案７－４ 

訴訟上の和解について

訴訟上の和解について、次のとおり処理する。

１ 事件名

損害賠償請求事件（福岡地方裁判所久留米支部平成２８年（　）

２

第　　　号）

当事者 

原告 久留米市    町    番地

法定代理人親権者

法定代理人親権者

被告 久留米市

代表者  市長  大久保  勉

３ 事件の概要

平成＊＊年＊＊月＊＊日に久留米市立＊＊中学校のプールで発生

した水泳部活動中の事故において、飛び込みの練習の際にプールの底

に頭部を打ちつけ傷害を負った原告が、久留米市を相手として平成２

８年７月１５日に訴訟を提起した損害賠償請求事件について、平成３

０年１月から裁判所による和解協議が行われていたもの。 

４ 和解条項

(1) 被告は、原告に対し、本件の解決金として１，０００万円の支払

義務があることを認める。

(2) 被告は、原告に対し、前項の金員を平成３０年４月２７日限り、

原告が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。なお振込手数料

は、被告の負担とする。  

(3) 原告は、その余の請求を放棄する。



議案７－５ 

(4) 原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条

項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認す

る。  

(5) 訴訟費用は、各自の負担とする。





議案７－資料１ 

城南中学校プール事故損害賠償請求事件の和解について 

１．事故概要 

 平成＊＊年＊月に＊＊中学校＊年生（当時）の男子生徒が、水泳部の部活動中に

飛び込みを行い、プールの底で頭を打ち負傷するという事故が起きた。 

男子生徒には、せき柱の変形障害等が残っている。 

２．訴訟の提起 

 平成２８年７月、男子生徒から久留米市を相手として、総額４，９０４万１，４

７４円の損害賠償を求める訴訟が提起された。 

 事故当時及びその後の教育委員会の調査では、顧問は部員に対し、日頃から「顧

問が立ち会っていないときに飛び込んではいけない」という指導をしており、本市

は、原告が主張する「顧問が事故発生防止のための注意義務を怠った過失」はなく、

賠償責任はないと考えていたため、応訴したもの。 

３．裁判の経過 

（１）口頭弁論・証人尋問

 平成２８年９月から平成２９年１２月まで、１３回の口頭弁論が開かれ、準備書

面による主張のやり取りや証人尋問（原告本人、水泳部員、顧問教諭）が行われた

が、その中で、部員に対する飛込みの危険性の説明が指導が不十分であったことが

判明した。 

（２）和解協議

　 平成３０年１月１２日に裁判所から、「久留米市が原告に解決金 10,000,000円を

支払う。」とする和解案が示された。 

  これは裁判所の、以下の認識に基づくものである。 

・顧問の指導について、飛び込みの危険性の説明が不十分である。

・原告の後遺障害の程度は、請求より軽い。

原告は、この和解案に合意している。

定例教育委員会資料 

平成 30年 2月 28日 

教育部学校保健課 



議案７－資料２ 

４．和解への対応について 

当初は、事故当時の学校からの報告や、顧問への事情聴取の結果から、学校の

安全配慮 は充分であったと判断していたが、裁判の中で、顧問の注意が十分では

なかったこと等が明らかになった。 

市の代理人弁護士とも協議した結果、市の過失を認め、裁判所が示した案で和

解 することとしたい。 



議案８－１ 

第８号議案

公文書開示等の審査請求に関する諮問の臨時代理について

上記の議案を提出する。

平成３０年２月２８日

教育長   大津 秀明

提案理由

久留米市情報公開条例第１８条の規定に基づき、久留米市情報公

開・個人情報保護審査会に諮問する ものであるが、急施を要し市教

育委員会を開催する時間的余裕がないため、久留米市教育委員会教

育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき、教育長により臨

時に代理したので報告し承認を求めようとするものである。  



 

議案８－２ 

公文書開示等の審査請求に関する諮問の臨時代理について  

 

公文書開示等の審査請求に関する諮問について、別紙のとおり教育

長により臨時に代理したので、報告し、承認を求める。  



 

議案８－３ 

公文書開示等の審査請求に関する諮問について  

 

公文書開示等の審査請求に関する諮問を別紙のとおり行う。  



 

議案８－４ 

２ ９ 教 総 第 ５ ０ １ － １ 号  

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ ４ 日  

 

久 留 米 市 情 報 公 開 ・  

個 人 情 報 保 護 審 査 会   御 中  

 

 

久 留 米 市 教 育 委 員 会   

教 育 長  大 津  秀 明   

（ 教 育 部  総 務 ）    

 

 

公 文 書 開 示 等 の 審 査 請 求 に 関 す る 諮 問 に つ い て  

 

 

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ ０ 日 付 ２ ９ 教 総 第 ４ ９ ２ 号 の 公 文 書 部 分 開

示 決 定 通 知 書 に 対 し 、 別 紙 の と お り 審 査 請 求 が あ り ま し た の で 、

久 留 米 市 情 報 公 開 条 例 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 久 留 米 市 情

報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 に 諮 問 い た し ま す 。  

 

 

 



H30.1.21からH30.2.20  受付分まで
※区分の★は新規に申請があったもの

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1
平成30年3月21日（水）
13:30～16:30

新年度準備　Ｐｏｗｅｒ　ＵＰ
セミナー

ＫＲＭ４７ 久留米シティプラザ 後援 学校教育課

2
平成30年3月4日（日）
10:00～11:30

第15回高松凌雲記念かき
ぞめ大会

高松凌雲顕彰会
小郡市生涯学習セン
ター

後援 学校教育課

3
平成30年1月14日（日）
10：00～17：00

喜多流演能会
久留米座演能実行委員
会

久留米シティプラザ
久留米座

後援
生涯学習推
進課

4 平成30年2月10日（土）
平成29年度障害啓発講演
会

特定非営利活動法人
久障支援運営委員会
障害者地域生活支援セ
ンター　ピアくるめ

久留米シティプラザ
中会議室

後援★
生涯学習推
進課

5

平成30年2月13日（火）
～3月25日（日）
10:00～17:00
（入館は16:30まで）
月曜日休館

久留米市美術館のコレク
ションing　九州洋画家相関
図

久留米市美術館
久留米市美術館（本
館2階）

後援
生涯学習推
進課

6

平成30年2月21日（水）
10:00～12:00
平成30年2月22日（木）
18:30～20:30
平成30年3月 3日（土）
14:00～16:00

ワークショップ&講座「7ヶ国
語で話そう。」

一般財団法人言語交流
研究所ヒッポファミリーク
ラブ久留米

久留米シティプラザ4
Ｆスタジオ他

後援
生涯学習推
進課

7
平成30年3月3日（土）
10:00～15:00

久留米友の会（Ｕ６こどもか
ぞくのひろば）

久留米友の会 えーるピア久留米 後援
生涯学習推
進課

8
平成30年3月4日（日）
10:30～14:00

里山にどんぐりを植えよう
新婦人・里山にどんぐり
を植えよう会

福岡県緑化センター 後援
生涯学習推
進課

9
平成30年3月11日（日）
9:45～15:30

第３９回久留米市ボランティ
アフェスティバル

第３９回久留米市ボラン
ティアフェスティバル実
行委員会

久留米シティプラザ
（六角堂広場・大会議
室・中会議室等）

後援
生涯学習推
進課

10
平成30年3月18日（日）
10:30～12:10

家庭倫理講演会 家庭倫理の会久留米市
ホテルニュープラザ3
階「筑紫の間」

後援
生涯学習推
進課

11
平成30年3月18日（日）
14:00～16:30

久留米信愛女学院中学校・
高等学校合唱部　第２３回
定期演奏会

久留米信愛女学院中学
校・高等学校合唱部

石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

12
平成30年4月29日（日）
13:30会場、14:00開演

吹奏楽団ゆうすい　第７回
定期演奏会

吹奏楽団ゆうすい 石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

13
平成30年5月20日（日）
14:00～16:30

フラワーハーモニー北野30
周年記念コンサート

フラワーハーモニー北野 石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

14
平成30年9月22日（土）
～平成30年9月23日（日）

46期九州100人100日ミュー
ジカルプロジェクト久留米
公演

ＮＰＯ法人コモンビート
久留米シティプラザ
ザ・グランドホール

後援
生涯学習推
進課

教育委員会後援事業等に関する報告

報告１－1



№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

15
平成30年3月10日（土）
～平成30年5月6日（日）

春の特別展「古代エジプト
調査隊～ピラミッドの謎を
解け～」

福岡県青少年科学館
福岡県青少年科学館
１階特別展示室

後援 学校教育課

16
平30年2月24日（土）
13:30～15:30

障害者差別を語る１００人
会議

障害者差別解消法を学
ぶ会

久留米市庁舎２階　く
るみホール

後援
生涯学習推
進課

17
平成30年2月10日（土）
9:00～12:00

平成29年度「第35回　楽し
い幼児の音楽祭」

久留米幼児音楽協議会 石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

18
平成30年3月13日（火）
10:00～19:00

心象会展 心象会
久留米市一番街多目
的ギャラリー

後援
生涯学習推
進課

19
平成30年3月17日（土）
11:30～17：00

小野隆行　特別支援セミ
ナーin天神ビル

ＮＰＯ法人福岡こども未
来工房

天神ビル１１階１０号
会議室

後援 学校教育課

20
平成30年3月25日（日）
13:20～16:45

奥田嚴文セミナー
ＮＰＯ法人福岡こども未
来工房

ＪＲ博多シティ会議室
９階中会議室１

後援 学校教育課

21
平成30年3月11日（日）
13:00～18:30

教育セミナー「成長の瞬間
に立ち会える驚きのキャリ
ア教育の考え方と実践例」

一般社団法人　進路指
導・キャリア教育支援機
構

九州大学稲盛財団記
念館稲盛ホール（伊
都キャンパス）

後援★ 学校教育課

22
平成30年4月1日（土）
～平成31年3月31日（土）

「家庭の日」「オアシス運
動」推進キャンペーン

公益社団法人福岡県青
少年育成県民会議

福岡県公認ボウリン
グ場協会加盟ボウリ
ング場

後援 学校教育課

23
平成30年7月22日（日）
～8月24日（金）

2018夏　小・中学生
「English CAMP in 能古島」
「Summer Camp in 能古島」

能古島青少年育成協会
福岡市能古島内及び
のこのしまアイランド
パーク内

後援 学校教育課

24
平成30年3月4日（日）
10:00～18:00

第46回西日本新聞TNC文
化サークル芸能祭

西日本新聞TNC文化
サークル

石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

25
平成30年3月21日（水）
～3月25日（日）
各10：00～17：00

第45回　久留米連合文化
会書道部　書作家展

久留米連合文化会書道
部

久留米市美術館　１
階ギャラリー

後援
生涯学習推
進課

26
平成30年3月28日（水）
～平成30年4月1日（日）
各10：00～17：00

日中平和友好条約締結40
周年記念　第2回国際書画
展

ＮＰＯ法人日中国際交流
センター

久留米市美術館1階 後援★
生涯学習推
進課

27

平成30年4月7日（土）
～平成30年6月17日（日）
開館時間10:00～17:00
（入館は16：30まで）
月曜日休館
（ただし4月30日は開館）

求道の画家　岸田劉生と椿
貞雄

久留米市美術館
久留米市美術館（本
館2階）

後援
生涯学習推
進課

28
平成30年4月7日（土）、
8日（日）18:00～21:00

はたけやま裕　2018ライブ
ツアー

ＨＯＥＲＯ　ＴＶ
久留米シティプラザ
久留米座

後援
生涯学習推
進課

29

平成30年4月15日（日）、
5月27日（日）、
6月17日（日）、
7月15日（日）
各10：00～17：00

子育てセミナー 家庭倫理の会久留米市 サンライフ久留米 後援
生涯学習推
進課

報告１－2



№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

30
平成30年5月2日（水）
11:30～15:30

歌の会（春季定例会）
父祖の歌をなぞる市民
の会

くるめりあ六ツ門3階
パーティーホール

後援
生涯学習推
進課

31
平成30年5月4日（金・祝）
14：00～16：00

久留米児童合唱団第47回
定期演奏会

　　　久留米児童合唱団 石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

32
表彰式
平成30年5月13日（日）
13：00～14：00

第52回「わたしの家族絵画
コンクール（旧・わたしのお
母さん絵画コンクール）」

毎日新聞西部本社 岩田屋本店 後援
生涯学習推
進課

33
平成30年5月19日（土）
13:30～15:30、
18:00～20:00

DRUM TAO 2018　久留米
公演

株式会社　テレビ西日本 石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

34
平成30年6月10日（日）
14:00～16:00

ズーラシアンブラスとなかま
たちの音楽の絵本　鳥栖公
演

鳥栖市文化事業協会
鳥栖市民文化会館大
ホール

後援
生涯学習推
進課

35
平成30年5月27日（日）
12：30～17：00

第54回　久留米短歌大会 久留米連合文化会
石橋文化センター小
ホール

後援
生涯学習推
進課
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報告２―１ 

 

 

平成２９年度 久留米市学力・生活実態調査（小学校）の結果について 

 

１ 調査の趣旨 

  本市児童の学力や学習状況を把握・分析することにより、各学校における学習指導 

及び本市教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図るとともに児童の学力向上に 

資する。 

 

２ 実施期日 

  平成２９年１２月１９日（火） 

 

３ 実施対象 

  小学校第１学年～第６学年 

 

４ 調査の内容・範囲 

（１）教科に関する調査 

   学習指導要領に定める指導目標や内容について、測定可能な範囲（各学年２学期

までの履修内容）についての調査 

（２）学習状況等に関する調査    

   児童の学習に対する意識や生活習慣の中で、学力に影響があると考えられる項目 

  に関する質問紙調査 

 

５ 実施教科 

  国語科・算数科 

 

６ 実施人数 

実施学年 
受検者数 

国語 算数 

小学校第１学年 2,798 2,798 

小学校第２学年 2,643 2,646 

小学校第３学年 2,661 2,662 

小学校第４学年 2,608 2,610 

小学校第５学年 2,646 2,644 

小学校第６学年 2,500 2,501 

合計 15,856 15,861 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

定例教育委員会議資料 

平成３０年２月２８日 

教 育 部 学 校 教 育 課 



報告２―２ 

７ 教科に関する調査結果 
 

平成２９年度 平均正答率※1                                       （単位：％） 

学年 

区分 
1年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 

久留米市 78.2  76.4  75.9  78.0  63.6  75.0 69.8 68.4 67.7 70.2 71.2 67.8 

全国 80.1  79.4  76.8  79.3  66.0  76.6 70.5 68.6 67.0 68.6 71.5 67.1 

ポイント差 -1.9  -3.0  -0.9  -1.3  -2.4  -1.6  -0.7  -0.2  0.7  1.6  -0.3  0.7  
達成度※２ 97.6  96.2  98.8  98.4  96.4  97.9  99.0  99.7  101.0  102.3  99.6  101.0  

※１ 平均正答率 

  全問題数に占める正答数を百分率で表したもの。 

※２ 達成度 

  全国の平均正答率を１００とした場合の久留米市の値を百分率で表したもの。 

 

８ 昨年度からの変容（達成度による変化） 

  
 

  
 

【結果】 

① ５年生の国語、算数及び６年生の算数で全国平均を上回った。 

② ４年生の国語、算数及び６年生の国語に関しても９９％以上あり、概ね全国平均と

同水準に達している。 

③ 達成度に関しては、すべての学年及び教科で昨年度からの伸びが見られ、全国平均

との差も縮まった。 



報告２―３ 

９ 学習・生活状況に関する主な調査結果 

（１） 学習時間に関すること 

① 平日の授業以外の学習時間（塾を含む） 

  
 

② 平日の授業以外の学習時間の同学年変化（５年生）  

  
 

【結果】 

① 第３期久留米市教育改革プランの評価指標である「１時間以上勉強する」と回答した

児童の割合は、４年生で全国並みとなったが、他の学年は全国平均を下回っている。 

② ５年生の同学年変化でみると、「１時間以上勉強する」と回答した児童の割合は増加

傾向にある。また、「ほとんどしない」と答えた割合は減少している。 



報告２―４ 

（２） 学校生活の充実に関すること 

① 「自分にはよいところがあると思う」 

 
 

② 「学校へ行くのは楽しい」 

 
 

【結果】 

第３期久留米市教育改革プランの評価指標である「自分にはよいところがあると思

う」「学校へ行くのが楽しい」と肯定的に回答した児童の割合は、３年生で全国平均を

下回ったが、他の学年は全国平均を上回っている。 



報告２―５ 

（３） 生活習慣に関すること 

① 「学校の決まりを守っている」 

 
 

② 「学校がある日で、１日にゲームをする時間」 

 
 

【結果】 

① 「学校の決まりを守っている」と肯定的に回答した児童の割合は、３年生、６年生

でわずかに全国平均を下回ったが、４年生、５年生では全国平均を上回っている。 

② 「１日にゲームをする時間」については、全学年で「２時間未満」と回答した児童

の割合が、全国平均を下回っている。 



報告２―６ 

１０ 学力向上のための今後の取組 

（１） 授業改善 

① 学力向上コーディネーターを対象に実施する学力向上研修会において、児童のつま

ずきを的確に把握する評価方法や効果的な組織マネジメントのあり方を共有する。 

② 指導主事等が日常的に各校の校内研修や授業づくりに積極的に関わりながら、学習

内容の定着につながる授業改善を推進する。 

③ 各学校で作成する学力向上プランに取組指標を明示して PDCAサイクル化の徹底を

図り、プランの組織的かつ効果的な実施に努める。 

 

（２） 補充学習の充実 

① 習熟度別による少人数指導の充実を図る。 

② 調査結果をもとに３学期中にフォローアップを図るためのアシストシート（補充プ

リント）を活用する。 

 

（３） 家庭学習習慣の定着 

① 久留米市学力・生活実態調査の結果について保護者へ周知し、児童の学力や生活実

態について共通理解を図る。 

② 各学校における宿題や自学ノートの取組の改善を図る。 

③ 学生や地域ボランティアと連携して、放課後や長期休業中の補充学習を推進する。 

 

（４） 学校・家庭・地域が連携した生活習慣の形成 

地域学校協議会で生活習慣に関する課題を共有し、家庭に対して「家庭学習の時間

と場所を決める」「スローメディアを実行し、時間等のルールを決める」ことを啓発

する。 
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 平成２９年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について 

 

 

 スポーツ庁が実施した、平成２９年度 全国体力・運動能力、運動習慣等の

調査の結果は次のとおりです。 

 

 

１ 調査の目的 

  全国的な児童生徒の体力の状況を把握・分析し、児童生徒の体力の向上に

係る施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児

童生徒への体育・健康に関する指導などの改善に役立てることを目的として

実施されています。 

 

 

２ 調査対象 

 ・小学校第５学年 

 ・中学校第２学年 

 

 

３ 調査内容 

  児童生徒に対する実技調査の内容は、次のとおりです。 

・握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、シャトルラン２０ｍ、 

 ５０ｍ走、立ち幅跳び、ボール投げ（小学生はソフトボール、中学生は 

ハンドボール） 

 

 

４ 久留米市の調査結果 

 裏面のとおり 

定例教育委員会資料  

平成３０年２月２８日 

教 育 部 学 校 教 育 課 



平成29年度　全国体力・運動能力、運動習慣等の調査結果   　　　　　全国平均を上回る種目

握力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳び シャトルラン ５０Ｍ走 立ち幅とび ソフトボール投げ 体力合計点

久留米市(H28) 16.43 19.51 31.09 41.35 50.11 9.41 149.30 23.85 53.19
久留米市(H29) 16.67 19.80 33.55 41.75 52.93 9.43 152.60 23.97 54.62
福岡県(H29) 16.85 20.58 34.07 42.76 55.05 9.36 151.22 23.72 55.40
全国(H29) 16.51 19.92 33.15 41.95 52.24 9.37 151.71 22.53 54.16
全国と久留米市の差 0.16 -0.12 0.10 -0.20 0.69 -0.06 0.89 1.44 0.46

握力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳び シャトルラン ５０Ｍ走 立ち幅とび ソフトボール投げ 体力合計点

久留米市(H28) 16.06 17.94 34.96 38.81 39.56 9.75 141.08 14.00 53.79
久留米市(H29) 16.29 18.86 37.84 39.60 42.07 9.66 144.37 14.30 55.58
福岡県(H29) 16.49 19.22 38.04 40.53 43.09 9.65 143.85 14.17 56.32
全国(H29) 16.12 18.81 37.43 40.06 41.62 9.60 145.47 13.94 55.72
全国と久留米市の差 0.17 0.05 0.41 -0.46 0.45 -0.06 -1.10 0.36 -0.14

握力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳び シャトルラン ５０Ｍ走 立ち幅とび ハンドボール投げ 体力合計点

久留米市(H28) 29.10 26.16 41.97 51.26 86.15 7.93 200.60 21.08 42.30
久留米市(H29) 29.32 26.64 42.67 51.64 87.50 7.95 198.30 20.36 42.47
福岡県(H29) 29.38 27.72 43.60 52.65 87.54 7.98 197.56 20.87 43.14
全国(H29) 28.89 27.45 43.20 51.89 85.99 7.99 194.54 20.56 42.11
全国と久留米市の差 0.43 -0.81 -0.53 -0.22 1.51 0.04 3.76 -0.20 0.36

握力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳び シャトルラン ５０Ｍ走 立ち幅とび ハンドボール投げ 体力合計点

久留米市(H28) 23.45 22.12 44.51 45.83 57.81 8.83 169.54 12.83 49.12
久留米市(H29) 23.96 22.80 44.86 46.66 60.52 8.78 171.29 12.64 50.01
福岡県(H29) 24.09 23.28 45.63 46.83 58.98 8.84 170.29 12.79 50.02
全国(H29) 23.82 23.73 45.86 46.76 59.14 8.80 168.57 12.96 49.97
全国と久留米市の差 0.14 -0.93 -1.00 -0.10 1.38 0.20 2.72 -0.32 0.04

小学校男子
（小５）

小学校女子
（小５）

中学校男子
（中２）

中学校女子
（中２）

【久留米市の調査結果】
① ８種目のうち、小学校は男子・女子ともに５種目、中学校は男子・女子ともに４種目が全国平均を上回った。
体力合計点も、小学校男子、中学校男子・女子が全国平均を上回った。

② 小・中学校ともに、殆どの種目が昨年度の久留米市の結果を上回った。
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平成２９年久留米市スポーツ奨励賞・ジュニアスポーツ賞表彰式 

及びジュニアアスリート教室の開催実績について（報告） 

■平成２９年久留米市スポーツ奨励賞・ジュニアスポーツ賞表彰式

（１）概要

平成２９年中にスポーツの実践、運営において優秀な成績を収められた個人又

は団体に対して功績を称え表彰式を実施した。 

（２）日時

平成３０年２月１９日（月） １６時３０分～１７時１５分

（３）会場

久留米市荘島体育館 ２階 軽運動室

（４）受賞者（※別紙参照）

①スポーツ奨励賞（高校生以上）

個人：１５名 団体：５団体

②ジュニアスポーツ賞（小学生又は中学生）

個人： ８名 団体：１団体

【参考】表彰基準 

① スポーツ奨励賞（高校生以上）

・国際規模の大会において優秀な成績を収めた個人又は団体

・全国規模の大会において優勝の成績を収めた個人又は団体

② ジュニアスポーツ賞（小学生又は中学生）

・国際規模及び全国規模の大会において優秀な成績を収めた個人又は団体

・九州規模の大会において優勝の成績を収めた個人又は団体

※優秀な成績とは、優勝、準優勝、第３位の成績を言う。

教 育 委 員 会 資 料 

平成３０年２月２８日 

市民文化部体育スポーツ課 
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▼スポーツ奨励賞

No 大会名 日時／会場 結果

1 個人
流　大

（サントリーサンゴリアス）
第54回日本ラグビーフットボール選手権大会

平成29年1月29日
於：秩父宮ラグビー場

優勝

2017年トラックアジア自転車競技選手権大会ジュニア男子
スプリント・ケイリン・チームスプリント（3種目）

平成29年2月5日～10日
於：インド

優勝

平成28年度第40回全国高等学校選抜自転車競技大会
男子スプリント

平成29年3月26日～29日
於：久留米競輪場

優勝

3 個人
相園　健太郎

（全日本空輸株式会社）
2017パラサイクリングトラック世界選手権
男子1kmタイムトライアル

平成29年3月2日～5日
於：アメリカ

準優勝

4 個人
池上　あかり

（祐誠高校３年）
平成28年度第40回全国高等学校選抜自転車競技大会
女子2kmインディヴィデュアル・パーシュート

平成29年3月26日～29日
於：久留米競輪場

優勝

内閣総理大臣杯第60回全国空手道選手権大会
高校男子組手の部

平成29年5月27日
於：東京体育館

優勝

船越義珍杯第14回少年世界空手道選手権大会
16歳～18歳男子組手の部

平成29年8月19日
於：アイルランド

優勝

6 個人
隠塚　翔太朗

（東福岡高校３年）
アシックスカップ2017第4回全国高等学校
7人制ラグビーフットボール大会

平成29年7月14日～17日
於：東京都夢の島競技場

優勝

7 個人
緒方　良行

（神奈川大学２年）
ワールドゲームズ2017　男子ボルダリング

平成29年7月21日～23日
於：ポーランド

優勝

8 個人
古賀　若菜

（南筑高校１年）
平成29年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会
女子48kg級

平成29年8月11日
於：郡山総合体育館

優勝

9 個人
田村　隆志

（久留米大学教職員）
第56回全日本教職員バドミントン選手権大会
一般男子団体

平成29年8月13日～17日
於：郡山総合体育館

優勝

10 個人
鬼木　錬

（祐誠高校２年）
第15回世界ユース男子バレーボール選手権大会（U19）

平成29年8月18日～27日
於：バーレーン

第３位

11 個人
古野　彩佳

（南筑高校３年）
嘉納治五郎記念ウラジオストク日露ジュニア交流大会
女子57kg級

平成29年9月5日
於：ロシア

優勝

12 個人
児玉　碧衣

（日本競輪選手会福岡支部）
第72回国民体育大会　女子ケイリン 平成29年10月1日～5日

於：松山中央公園多目的競技場
優勝

13 個人
原井　博斗

（中央大学４年）
第72回国民体育大会　男子4kmチームパーシュート 平成29年10月1日～5日

於：松山中央公園多目的競技場
優勝

14 個人
兒島　直樹

（祐誠高校２年）
第72回国民体育大会　少年男子ポイント・レース
男子4kmチーム・パーシュート（2種目）

平成29年10月1日～5日
於：松山中央公園多目的競技場

優勝

15 個人
坂井　百望

（久留米商業高校２年）
第19回アジアユースボウリング選手権大会
女子4人チーム戦

平成29年10月22日～28日
於：フィリピン

第３位

16 団体 南筑高校女子柔道部 平成29年度金鷲旗高校柔道大会　女子団体戦
平成29年7月22日
於：福岡国際センター

優勝

17 団体 祐誠高校男子弓道部
平成29年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会
男子団体

平成29年8月1日～4日
於：カメイアリーナ仙台特設弓道場

優勝

18 団体
久留米工業高等専門学校

女子バレーボール部
第52回全国高等専門学校体育大会バレーボール競技
女子の部

平成29年8月18日～19日
於：大田区総合体育館

優勝

19 団体 三潴高校男子カヌー部
文部科学大臣杯平成29年度日本カヌースプリント
ジュニア選手権大会　200M K-4

平成29年8月19日～22日
於：山梨県カヌー競技場

優勝

20 団体 ＮＯＺＯＥ
第17回全国障害者スポーツ大会バレーボール競技
精神障害者の部

平成29年10月28日～29日
於：八幡浜市民スポーツセンター

優勝

平成２９年　久留米市スポーツ奨励賞　受賞者名簿

氏名（所属）

梶原　海斗
（祐誠高校３年）

個人2

陣内　亮輔
（山口県鴻城高校３年）

個人5
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▼ジュニアスポーツ賞

No 大会名 日時／会場 結果

第37回全国少年柔道大会
平成29年5月5日
於：講道館

優勝

第32回マルちゃん杯九州少年柔道大会
平成29年6月25日
於：鹿児島アリーナ

優勝

第37回全国少年柔道大会
平成29年5月5日
於：講道館

優勝

第32回マルちゃん杯九州少年柔道大会
平成29年6月25日
於：鹿児島アリーナ

優勝

平成29年度全国小学生学年別柔道大会
5年生男子45kg級

平成29年8月20日
於：北海道立総合体育センター

準優勝

平成29年度九州中学校柔道競技大会　男子55kg級
平成29年8月4日～6日
於：佐賀県総合体育館

優勝

平成29年度全国中学校柔道大会　男子55kg級
平成29年8月22日～25日
於：福岡国際センター

優勝

4 個人
宮原　圭純

（日吉小学校２年）
第18回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会
男子シングルスC

平成29年8月13日～17日
於：北海道立総合体育センター

優勝

5 個人
大塚　翔稀

（大善寺小学校５年）
平成29年度全国小学生学年別柔道大会
5年生女子40kg級

平成29年8月20日
於：北海道立総合体育センター

優勝

6 個人
酒井　怜奈

（田主丸中学校３年）
平成29年度全国中学校柔道大会　女子48kg級

平成29年8月22日～25日
於：福岡国際センター

第３位

7 個人
畑田　真奈穂

（牟田山中学校３年）
2017年度第49回九州ジュニア水泳競技大会
13歳～15歳　女子200Mバタフライ

平成29年9月23日～24日
於：福岡県立総合プール

優勝

8 個人
松藤　和輝

（城南中学校１年）
2017年度第49回九州ジュニア水泳競技大会
11歳～12歳　男子100M・200M自由形

平成29年9月23日～24日
於：福岡県立総合プール

優勝

9 団体
久留米ベースボールクラブ

GOAHEAD
2017年第７回全日本少年軟式野球クラブチーム選抜大
会

平成29年8月11日～14日
於：滋賀県彦根球場

優勝

2

3 個人
吉田　泰生

（城南中学校３年）

平成２９年　久留米市ジュニアスポーツ賞　受賞者名簿

氏名（所属）

甲木　天
（川会小学校６年）

個人1

秋吉　航輔
（弓削小学校５年）

個人
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■ジュニアアスリート教室

教室名 写真

日程 平成29年12月9日（土）

場所 南筑高校柔道場

九州電力株式会社

・七戸　龍（元日本代表）

・七戸　虎

参加者 26名

日程 平成29年12月10日（日）

場所 久留米スポーツセンター陸上競技場

陸上競技上級コーチ

・井上　要

・青木　哲也

参加者 34名

日程 平成29年12月23日（土）

場所 久留米競輪場

全国高体連自転車競技部副理事長

・中田　将次

（元ジュニア世界選手権監督）

参加者 24名

日程 平成29年12月27日（水）

場所 荘島体育館

ナショナルチームＡ代表コーチ

・崔相範（チェ・サンボン）

・田村富士美（ＹＯＮＥＸ）

参加者 63名

日程 平成30年1月6日（土）

場所 インパクト久留米（東合川）

神奈川大学2年

・緒方　良行

（ワールドゲームズ2017優勝）

参加者 19名

※平成30年2月23日～3月9日の期間、本庁2階アートスペースに表彰式及び教室の写真等を掲示します。

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、トップアスリートを目指すジュニア世代の
競技レベルの向上を図るために、本年度から元日本代表選手等が技術指導を行う教室を下記
のとおり開催いたしました。

概要

ボルダリング教室

講師

講師

講師

講師

講師

柔道教室

陸上教室

自転車教室

バドミントン教室

報告４－4
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